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卓話『ソングリーダー養成講座』
【 会長挨拶 】

No.０４

神田 眞弓 様

井村 廣巳 会長

梅雨明け 10 日という言葉があるそうですが、
今年はとても 10 日では治まりそうにありません。
耳たこでしょうがどうぞ、熱中症にご注意ください。
25 日に多摩平よさこい祭りに参加して参りました。
午前 11 時 30 分の開会式でしたが近くに居た人が、
「医者来いまつり」になり
そうだと言っていました。
それぐらい大変な日でしたが参加者はそれに負けない程の熱気でした。
26 日には南グループの連絡会がありました。
テーマは第 1 回の会長幹事会の確認・ＩＭの実行委員会の途中報告・クラブ
会員増強委員会の報告でした。ガバナー補佐から特に日野ＲＣの和田副幹事の
発言が印象に残ったと大変好意的なお言葉を頂きました。
今後は結果を残さなければと決意を新たにしました、みなさん一緒にがんばり
ましょう。

≪例会プログラム≫
【司会】
松浦信平
例会進行委員
【開会点鐘】
井村 廣巳 会長
【ロータリーソング】
ソングリーダー
神田 眞弓 様
『奉仕の理想』
【ヴィジター・ゲスト紹介】
卓話講師
神田 眞弓 様
地区Ｒ財団委員長
福井 衛 様

【地区Ｒ財団委員長】
福井 衛 様
【ニコニコ報告】
山下 雅弘 親睦･会報委員長

今年度は充実した例会をテーマにしていますがその一環としてソングリーダー 【出席報告】
を復活させました。誰でもが指揮ができるように今日は勉強したいと思います。 山村 侑偀 出席委員
神田眞弓先生宜しくお願いいたします。

【会員プログラム委員会】
後藤 一郎 委員
和田 達也 委員長
【４５周年実行委員会】
小倉 裕美 委員
【卓話】
ソングリーダー養成講座
神田 眞弓 様

【 幹事報告 】

小宮 延雄 幹事

・例会変更及び休会のお知らせがきています。
メーキャップを行う方は事務局にお問い合わせ下さい。
・青少年交換プログラムに、当クラブから推薦した田嶋朗君が、
残念ながら選考からもれてしまいました。
・2010‑11 年度の前期会費を未納の方は、お早めにお願いします。

【 地区ロータリー財団委員会 】

福井 衛 委員長

昨年秋に卓話でお邪魔させて頂きましたが、
いつもロータリー財団にご理解・ご協力いただき、ありがとうございます。
今日は、井村さんがちゃんと会長をしているか心配で見に来ました。
青少年交換は、日野ロータリークラブで推薦した学生が選考にもれてしまったようですが、
財団奨学候補生に選ばれた斎藤君は、オリエンテーションに参加して、一生懸命勉強しております。
ただ、服装に関しては、私の方でも指導をしていかないといけないと感じております。
財団に寄付をするだけではなく、マッチンググラントなどのプログラムもありますし、
財団プログラムなどを活用して、資金調達し、奉仕活動に生かしていただければと思います。
また、井村さんの会長ぶりを見に、父親参観に来るかもしれませんので、よろしくお願いします。

【 会員プログラム委員会 】 後藤 一郎 キャンペーン隊長
会員増強キャンペーン・キックオフ炉辺について
昨晩、会員増強炉辺が開かれました。増強キャンペーンの旗持ちとして
席上述べたことの趣旨を再度話します。
クラブの会員数は４０名を割り込みました。ロータリーを広め、会員増強に全員が真剣に
取り組むときです。幸い和田委員長が、マーケティングやプレゼンの手法を用いて、
増強資料や想定トーク集などを作ってくれました。キャンペーンチームも編成されました。
１．全員が会員増強の行動を起こして下さい。
２．会員増強資料を常時携行して下さい。
３．これらも資料を、①読みこなし、②補強し、③ストーリーを作り上げてください。
４．あなたにとってのロータリーの魅力を語って下さい。
５．入会前にロータリーの義務と責任、そして権利についてしっかり伝えて下さい。
補強資料 ＝ 世界と日本のロータリーの事は「ロータリーの友」
、ポリオ撲滅について語るのも良いでしょう。
日野ロータリークラブを語るには「活動計画書」
「クラブ会報」などが効果的です。
和田委員長は、ロータリー経験は浅いのですが一生懸命です。
ＣＬＰの宿命で、一人２役３役をこなそうとしています。これに応えて下さい！！
人や組織を潰すのは、この逆をすることなのです。そうならないようにご協力お願いします。

和田 達也 委員長
会員増強用の資料とトーク集を作成しました。
皆さん、是非、お知り合いの方にお声掛け下さい。
１人が１週間に、たった１回、ロータリーへの声掛けをするだけで、
(会員)３６人 × ５２週 ＝ １８７２回 これだけ多くの増強活動につながります。
先日、チームリーダーの方にお渡しした、ターゲット企業リストを、チームの中で共有して、
チームが結束して活動してくださるようお願いします。
日野ロータリークラブの５年後を見据えた活動・会員増強をしていきましょう！！

【 ４５周年実行委員会 】

小倉 裕美 委員

先日、ブレザーの採寸をいたしましたが、ジャンバーも仕様が決まりました。
来週、ジャンバーの採寸に来ますので、皆さん例会に出席してください。
金額は、ブレザーとジャンバーを合わせて、18,000 円弱になる予定です。
ブレザーもジャンバーも、例会場で採寸をしなかった方は、
１６号バイパス（ムラウチ電気近く）の洋服の青山に行って、
採寸をしていただく必要がありますので、ご了承下さい。

卓話【 ソングリーダー養成講座 】 神田 眞弓 様
私は国立音大の出身で、
「千の風になって」で有名な秋川雅史さんとは大学の友人で、
今でも親交があるのですが、人を育てるのは難しい、
まして世界に通用する人材を育てるのはとても難しい、という話をよくしています。
今日は指揮についての練習ですが、注意点としては
① 頭の上ではなく、体の正面でわかりやすく行う。
② 前奏は小さく行い、歌い出しは大きくわかりやすく行う。
と言った事に気を付けていただけると、よろしいと思います。

【 ニコニコ報告 】 山下 雅弘 親睦･会報委員長
本日のニコニコ： 19,000 円／累計 117,245 円
ビジターフィー：

2,000 円／累計

2,000 円

地区財団委員長

いつもロータリー財団に対して、ご理解ご支援を賜り有難うございます。

福井

衛

様

本日は井村会長の点鐘のお姿をチェックしに参りました。

井村廣巳

君

神田眞弓先生、本日宜しくお願いします。
福井財団委員長、ようこそいらっしゃいました。お待ちしていました。

.

小宮延雄

君

ソングリーダー、神田眞弓様、オンチでも出来ますか？

成田恭隆

君

連日の猛暑で脳が溶けそうです。先日は小倉さん、有難うございました。

谷井正剛

君

２７５０地区、福井財団委員長の来訪を歓迎して。
本日は、例会途中で失礼します。

山口徹雄

君

卓話講師神田さん、本日はありがとうございます。ご指導よろしくお願いします。

山下雅弘

君

８月２５日(水)の例会は、例会進行委員会と共同企画で、高尾山のビアガーデンにて、
ご家族も含めて、暑気払いを行います！

ふるって御参加下さい m(＿)m

【 出席報告 】山村 侑偀 出席委員
＜事前のメーキャップ＞
奥野誠也 君（社報・出席合同炉辺）
和田一男 君（社報・出席合同炉辺）
松田忠泰 君（飛火野ＲＣ）
岩田孝支 君（会員増強キャンペーン）
＜先週のメーキャップ＞
板谷誠一 君（社報・出席合同炉辺）

会員総数
出席総数
(出席免除数) (免除者出席数)

ＭＵ

欠席
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本日報告
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1
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3

93.33 %

前々回訂正

36
(7)

22
(2)

(4)+0+0

5

83.87 %

【 今後の予定 】
■8 月 4 日■

川澄名誉会員の卓話・月例祝賀

■8 月 11 日■

休会（お盆休み）

■8 月 18 日■

イニシエーションスピーチ

杉田 純一 君

■8 月 25 日■

移動例会『暑気払い』

高尾山ビアマウント

１８：００〜２０：００

≪例会変更のお知らせ≫

≪ローターアクトクラブ例会予定・活動予定≫

飛火野 RC
八王子 RC
八王子西 RC
八王子南 RC
多摩 RC

例会場：日野ＲＣ事務局 ／

8/10 特別休会
8/12 特別休会
8/13 特別休会
8/11 特別休会
8/10 移動例会

・8/14(土)
8/18 夜間例会
8/17 特別休会

時間：19:00〜20:30

第 928 回例会

※ ローターアクトの例会はメーキャップになります！

東京日野ロータリークラブ会報
事務局：〒191‑0042 東京都日野市程久保 3‑37‑3
℡：042‑594‑3711 fax：042‑593‑0510
例 会：毎週水曜日（12:30 より） 例会場：高幡不動尊客殿
ＵＲＬ：http://www.hino‑rotary.org
メール：info@hino‑rotary.org
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晴行 ・ 谷井 正剛
政毅 ・ 横倉 利夫

